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はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合 ❷ 〒住所
の記載例
❸ 氏名（ふりがな）
❹ 年齢（学年）
※費用が記載されて ❺ 電話番号
いない催しなどは ❻ その他必要事項
原則無料です。

大田区奨学生（在学生対象）
専攻科・別科、通信制も対象になりま
した。詳細はお問い合わせください。
4月1日現在、区内に1年以上引き続
き居住している保護者などから扶養され、
学校教育法で定める高等学校・高等専門
学校・短期大学・大学・専修学校（専攻
科・別科、通信制含む）に在学中の方
●選考基準 ①平成27年の世帯の総所
得額がおおむね基準以下②大学・短期大
学・専修学校専門課程に在学している方
は、成績がおおむね基準以上
※申込者多数の場合は選考基準を満たし
ていても採用されない場合があります。
●募集予定人数 ①高等学校・高等専門
学校・専修学校高等課程＝20名②大学・
短期大学・専修学校専門課程＝85名
●奨学金貸付月額 ①高等学校・高等専
門学校・専修学校高等課程 国公立＝
14,000円以内、私立＝26,000円以内
②大学・短期大学・専修学校専門課程
国公立＝35,000円以内、私立＝44,000
円以内
●貸付期間 4月から正規の修業年限ま
で（無利子）
5月9〜30日に願書（申込先で配布）
を福祉管理課援護係へ持参 ※必要書類
をそろえるのに時間がかかる場合があり
ます。早めの手続きをお願いします。
5744−1520
☎5744−1245

高齢者住宅改修費助成の自己
負担と助成対象が変わります
9月1日から次の通り変更となります。
●自己負担＝介護保険の負担割合に準じ
て1割か2割になります。改修種別ごと
に助成対象限度額があります。
●介護認定非該当（自立）と認定された
方への助成＝8月31日までの申請分が対
象です。助成を受けるには申請前の事前
相談が必要です。できるだけ5月末まで
にご相談ください。
地域福祉課高齢者地域支援担当
大森 ☎5764−0658
5764−0659
3726−5070
調布 ☎3726−6031
5713−1509
蒲田 ☎5713−1508
糀谷・羽田
3742−3116
☎3741−6525

年金額のお知らせ
4月（6月支給分）からの年金額は、
昨年度から変更ありません。ただし、平
成27年10月の被用者年金一元化法施行
で端数処理が変更になったため、月額で
数円の増減が生じます。6月上旬に郵送
する年金額のお知らせでご確認ください。
日本年金機構大田年金事務所
☎3733−4141

軽自動車税の納税通知書
郵送と減免
軽自動車税の納税通知書の郵送
軽自動車税は、毎年4月1日現在登録
（所有）している車両に課税されます。
納税通知書を5月11日に郵送します。
●納付場所 納税課、特別出張所、金融
機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスス
トア
●納期限 5月31日
軽自動車税の納付方法
納付書による納付、モバイルレジ、ク
レジット納付が可能です。詳細は区の
ホームページをご覧ください。
軽自動車税の減免
次のいずれかに該当する場合、減免さ
れることがあります。詳細はお問い合わ
せください。
①歩行が困難で障害者手帳などをお持ち
の方のために、本人か生計をともにする
方が所有する軽自動車。 ※減免は普通
自動車を含め1台に限ります。
②障がいのある方が専ら利用する構造と
なっている車椅子移動車など
軽自動車税減免申請書（問合先で配
布）、車検証の写し、障害者手帳、運転
免許証、印鑑、マイナンバーの確認書類
を問合先へ持参
※前年度に減免を受けていて内容に変更
のない方は、申請の必要はありません。
●申請期限 5月31日
課税課管理係
5744−1515
☎5744−1192
納税課収納推進担当
☎5744−1205
5744−1517

都税事務所から
5月は自動車税の納期です
自動車税は、毎年4月1日現在自動車
検査証に記載されている所有者に課税さ
れます。自動車税納税通知書を5月2日
に郵送します。5月31日までに納付して
ください。
●納付場所 金融機関、ゆうちょ銀行、
コンビニエンスストア、ペイジー対応の
ATM（インターネット・モバイルバン
キング、クレジット納付も利用可）
※ペイジーやクレジット納付の際の、車
検用納税証明書（はがきサイズ）の郵送
は3月31日をもって終了しました。運輸
支局・自動車検査登録事務所では電子的
に納税確認ができ、車検時の納税証明書
の提示は省略可。ただし、納付から納税
確認まで10日ほどかかります。証明書
が必要な方は、金融機関・コンビニエン
スストアなどの窓口で納付のうえ、納税
通知書右端の証明書をご利用ください。
障害者手帳などをお持ちの方へ
要件に該当する場合、自動車税・自動
車取得税の減免が受けられます。減免を
受けるには5月31日まで（新たに自動車
を取得した場合は登録（取得）の日から
1か月以内）に申請が必要です。
自動車税コールセンター
☎3525−4066

ご利用ください
空き家活用相談窓口
区内の良質な空き家を地域資源として
有効活用するための相談窓口です。
空き家の公益的活用を希望する所有者
か、地域活動の場を探している団体
建築調整課住宅担当
空き家活用相談窓口（区役所本庁舎 7 階）
5744−1612
☎5744−1348

一級建築士の建築相談が
6月から月2回になります
好評のため、回数が増えます。
第1・3水曜。午前10時〜正午、午後
1時〜4時（9月は防災週間内に実施、1
月4日は休み）
区役所本庁舎1階
建築調整課建築相談担当
5744−1558
☎5744−1383

登録しませんか？
子育てすくすくネット
会員数は現在908人。児童館・おお
たっ子ひろばなどで、子どもと家庭を地

域で見守り応援する会員を募集します。
●おもな活動内容＝できることをできる
時間にできる範囲で
①子どもたちの登下校や生活の見守り
②イベントの企画運営、児童館で子ども
たちの話を聞くこと
③子どもたちやその保護者と顔見知りに
なり、子育てを支えること
活動を希望する児童館へお問い合わせ
ください。会員登録後、児童館ごとのバッ
ジ、ステッカーをお渡しします。登録後
は、登録児童館へ自由に来館できます。
子育て支援課子育て支援担当
5744−1525
☎5744−1273

防犯パトロール活動費の助成
6・9・12月に募集します。詳細はお
問い合わせください。
①防犯パトロール活動（初回）
定期的に防犯パトロール活動を行って
いる自治会・町会、PTAなど
●助成額 上限10万円（活動用ジャン
パーなどの購入経費。1団体1回限り）
②防犯パトロール活動（継続）
前回の活動助成を受けた後、引き続き
3年間活動した団体
●助成額 上限30,000円
③青色回転灯購入費
防犯パトロール団体の巡回車両
●助成額 上限15,000円
④青色回転灯装備車燃料費
防犯パトロールに使用した青色回転灯
装備車
●助成額 上限30,000円
防災危機管理課生活安全・危機管理担
当
5744−1519
☎5744−1634

災害時協力井戸の登録
井戸水は生活用水として利用します。
平成26・27年度に登録した方は登録の
必要はありません。25年度に登録した
方は、今回再度の登録が必要です。
次のすべてに該当する方
①日常的に井戸水を使用し、近隣の方に
も利用しやすい場所に井戸がある②災害
時に近隣の方へ無償で井戸水を提供でき
る③井戸所有の事実を災害対策上、必要
な範囲で自治会などへ事前に公表できる
●登録期間 3年間
※登録した井戸は、原則として年に1回、
区が簡易水質検査（一般細菌・大腸菌・
六価クロム化合物など）を実施します。
問合先へはがきかファクシミリ（記載
例参照。「災害時協力井戸登録希望。井
戸の所有に関する情報提供に同意しま
す」と明記）。5月31日消印有効
防災危機管理課管理担当
5744−1519
☎5744−1235

公益通報者保護法

大田文化の森 催し案内

公益のために通報した労働者を、解雇などの不利益から守る法律です

詳細はお問い合わせください。 http://www.bunmori-unkyo.jp/
問 大田文化の森運営協議会

●法律の目的
事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法
令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由に労働者が解
雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう定めたものです。

●法律の具体的な内容
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☎3772−0770

FAX 3772−0704

気持ちよく身体をほぐす自力整体（3日制）
18歳以上。6月12・26日、7月10日。午前9時30分〜11時30分。費用2,000円。抽選で16名。5月30日必
着（HPから申込可）
気ままに楽しむインテリア書道（2日制）
20歳以上。アートな書でポストカード制作。6月16・30日、午後2時〜3時30分。費用1,600円。抽選で

労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について、事業
者内部や処分などの権限を有する行政機関などに通報した場合、通報したことを
理由に解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置などについて、公益通報者に
通知するよう努めなければなりません。
公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりま
せん。
問 総務課総務係

〒143−0024中央2−10−1（4階）

☎5744−1142

FAX 5744−1505

20名。5月31日必着（HPから申込可）
0才からOK！のファミリーコンサート
親子連れ。7月3日㈰、午後2時〜3時。費用大人（中学生以上）800円、子ども（4歳〜小学生）500円、
親子（大人1名と子ども1名）1,000円、3歳以下無料。抽選で230名。6月17日必着
おはなしの部屋（事前申込不要）
小学生以下（未就学児は保護者同伴）。本や紙芝居の読み聞かせ。5〜9月の第1・3木曜、午後3時〜3
時30分（5月19日を除く）。先着各12名
◇

〜 いずれも◇

申 往復はがき。催し名、〒住所、氏名、年齢、電話番号、区報で見た旨を明記。 は参加者全員の氏名、
■

年齢も明記。1枚1講座。
※申し込みが一定数に達しないときは、講座を中止か延期する場合があります。費用は初回に全納です。

対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先

